
ゼラニウム＆ベルガモット
リツェアクベバ＆カモミール

品名

ブレンド天然精油100％の贅沢な香り

ムクア
①ゼラニウム＆ベルガモット 3235 
②リツェアクベバ＆カモミール 3236

②49763 63124 44

品番
①49763 63124 43

植物の花や葉、木部、果皮、樹皮、根、
種子などから芳香成分を抽出した天
然精油を使用。内容量120mℓ。

メーカー ： 晴香堂
サイズ ： H121×W58×D58（mm） ① ②

（税抜）

（1,460円）

参考価格（税込）

1,606円

（1,460円）1,606円

ボタニッシュ3個パック
ガーデンブルーム
3152

メーカー ： 晴香堂
サイズ ： H245×W72×D2（mm）

品番

植物のチカラで車内を清潔空間にします。

植物のチカラで消臭！柿タンニン＋
フィトンチッドで車内を清潔空間にし
ます。イソ吉草酸、酢酸、アンモニア
などの悪臭に対し消臭率８５％以上！
※当社試験による

49763 63123 12
追工コード

3727
（税抜）

（460円）

参考価格（税込）

506円

3293
3294

追工コード
ジャスミン＆ペアー

プルミリア＆ラズベリー

品名

ルーノ フォレストゲル
①ジャスミン＆ペアー Ｇ９９２
②プルミリア＆ラズベリー Ｇ９９４

自然の優しさが詰まったフォレストゲル

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H60×W65×D65（mm）

品番
①49730 07304 07
②49730 07304 09

自然の優しさが詰まった心地よい香
りのフォレストゲル。
ぬくもりのある紙素材と天然香料配
合&青森ヒバ(ヒノキ科)由来の消臭
エキスを使用。

①

②

（税抜）

（580円）

参考価格（税込）

638円

（580円）638円

汎用用品

カーシャンプー
失われたつるつる感、光沢感、撥水効
果が復活します。研磨剤を含まず、被
膜や塗装にやさしく汚れを落とす
コーティング施工車のための専用設
計です。

コーティング施工車エクストラ
ゴールドシャンプー
04287

メーカー ： ソフト99コーポレーション
内容量 ： 750㎖

品番 追工コード

超進化！洗うだけで、光沢・つるつる感がよみがえる！

49757 59042 87 3840
（税抜）

（1,280円）

参考価格（税込）

1,408円

「モビルフォーマー」によるきめ細かく
濃密な泡をボディーに噴射。電源が不
要な加圧式噴射器。
専用シャンプー3個付き。

パーフェクトフォーム
スターティングセット  

メーカー ： ソフト99コーポレーション

“泡”を追求した、新感覚のカーシャンプーセット

追工コード品番
49757 59049 40

 

（税抜）

（2,780円）

参考価格（税込）

3,058円

カーシャンプー１０００
Ｓ３０

メーカー ： シュアラスター
内容量 ： 1000㎖

品番

ワックスやコーティングを落とさない！

全塗装色・コーティング車に対応！
ノーコンパウンドで、どんな愛車にも
安心してご利用できます！
泡立ちよく、きめ細やかな泡が洗車
キズを予防！

49752 03100 30
追工コード

3123
（税抜）

（934円）

参考価格（税込）

1,027円
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水アカ・くすみ・虫汚れ、洗うだけで
スッキリ！コーティング被膜に付着し
たガンコな汚れをクリーミーな泡と
超微粒子パウダーがやさしく落とし
ます。くすみが気になるホワイト系ボ
ディに特にオススメ！中性だからコー
ティング被膜を痛めにくい。コーティ
ング被膜にやさしいマイルドなパウ
ダー。全塗装色対応。

コーティング施工車
プライムクリアシャンプー
04293

メーカー ： ソフト99コーポレーション
内容量 ： 750㎖

品番 追工コード

コーティング被膜の汚れ、くすみ・スッキリ！

49757 59042 93 3841
（税抜）

（1,280円）

参考価格（税込）

1,408円

コーティング施工車専用
メンテナンスシャンプー
04265

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容量 ： 750㎖

品番

クリームのようなキメ細かな泡が汚れを優しく洗浄

泡で汚れを浮かせて包む。クリー
ミーなミクロフォームがコーティング
被膜上の汚れをやさしくキャッチ。感
動の泡ぎれ。泡ぎれがスピーディ！こ
びりつかない高速すすぎ。コーティン
グを傷めず、汚れスッキリ！クッション
性に優れた超柔軟発泡ウレタンスポ
ンジ付。

49757 59042 65
追工コード

3122
（税抜）

（934円）

参考価格（税込）

1,027円

モビルフォーマー（蓄圧式泡噴射器）
専用シャンプー。計量の手間なし！1回
使い切りパック。希釈して通常のカー
シャンプーとしても使用できます。

パーフェクトフォーム
シャンプー type S
①10個パック
②30個パック　

メーカー ： ソフト99コーポレーション
内容量 ： シャンプー詰替え 11㎖ × 10個
　　　　シャンプー詰替え 11㎖ × 30個

“泡”を追求したシャンプー

②49757 59049 43

追工コード
①49757 59049 41

30個パック
10個パック

品番 品名

①
②

（税抜）

（980円）

参考価格（税込）

1,078円

（2,380円）2,618円

汎用用品

クリーナー

ガンコ汚れの強力クリーナー
２０６８

メーカー ： 晴香堂
内容量 ： 500㎖

品番

スプレーして拭くだけ！ガンコな汚れがどんどん落ちる！

水を使わずスプレーして拭くだけで
素早く除去。ボディはもちろん窓、ミ
ラー、バンパー、バイザー、ホイール
など幅広く使えます。塗装への影響
が少ないノーコンパウンド処方。全塗
装色対応。スプレータイプ。液性：弱
アルカリ性。

49763 63115 47
追工コード

3157
（税抜）

（665円）

参考価格（税込）

732円

汎用用品

ワックス

レインドロップ  
　

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容量 ： 300㎖

品番

ボディもガラスも一気に撥水コート

スプレーして拭き上げるだけでボ
ディーとガラスに耐久性に優れた撥
水＆光沢被膜を形成。バズーカ噴射
で広範囲もラクラク！ プロコーティン
グ施工車にも使えます。

49757 59005 26 3480
追工コード （税抜）

（1,480円）

参考価格（税込）

1,628円
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インパクトマスター
フィニッシュ ジュニア 
Ｓ０６

メーカー ： シュアラスター
内容量 ： 100g

品番

コストパフォーマンスに優れるミドルグレードワックス

パールやメタリックといったデリケー
トな塗装にお薦め。インパクトの上級
モデル

49752 03100 06
追工コード

3127
（税抜）

（1,580円）

参考価格（税込）

1,738円

車まるごとワックススプレー
２０４８

メーカー ： 晴香堂
内容量 ： 500㎖

品番

車まるごとスプレーして拭くだけ！濡れたボディもＯＫ！

簡単！便利！これ１本でボディも窓ガラ
スもホイールも車まるごと洗車＋Ｗ
ＡＸが完了！ツヤ、水ハジキが２ヶ月持
続！乾いたボディはもちろん洗車後の
濡れたボディにも使えます！全塗装色
対応。

49763 63112 50
追工コード

3281
（税抜）

（665円）

参考価格（税込）

732円

汎用用品

お手入れツール
（ボディ）

フクピカ１２枚 4.0
W-220

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容 ： 12枚入

品番

気になる汚れもサッと拭くだけ！

どんなクルマでもいつでもどこでも
すぐキレイ！お出かけ前にサッとひと
拭き。固形ワックスと同等の光沢・耐
久性。３層ハイブリッドシートでキズ
つきを防ぐ特殊シート。シートの内部
に汚れを浮かせ汚れを抱き込む。拭
きスジ、ムラが残らない特殊含浸液。
シート表面が低摩擦加工で軽くス
ムースな拭き心地。

49757 59004 68
追工コード

3404
（税抜）

（680円）

参考価格（税込）

748円

クルマどこでもWet
２０６８

メーカー ： ソフト99コーポレーション
内容 ： 35枚入

品番

サッと拭くだけしっかりクリーン

日常のカンタン洗車、虫の死骸、鳥の
フン除去から、窓やハンドルの手アカ、
脂、車内のタバコのヤニまで、独自の
洗浄液と汚れをかき取り吸着させる
メッシュシートが、汚れに対応します。
コレだけで車のどこでもお掃除可能。
35枚入りの大容量だからとてもお得
です。

49757 59020 48
追工コード

3828
（税抜）

（570円）

参考価格（税込）

627円

車まるごとウェット
2008

メーカー ： 晴香堂
内容 ： 30枚入

品番

車の中も外もサッと拭くだけですっきりキレイ！使いやすさ抜群！

洗浄成分の働きで、から拭きでは落
ちない油汚れもスッキリ落とします。
ダッシュボードの花粉やホコリ、窓ガ
ラスのタバコのヤニ、ボディについた
鳥のフン、ホイールの黒ずみなど、
色々な汚れに。拭いたあとにベトつき
がなく、気持ちいい使い心地。どんど
ん使えるお得な３０枚入り。全塗装色
対応。

49763 63105 89
追工コード

3010
（税抜）

（580円）

参考価格（税込）

638円

メーカー ： ソフト99コーポレーション
サイズ ： 全長660（mm）

品番 追工コード

砂ボコリや黄砂をしっかりキャッチ

49757 59041 79 3822

エクスイープ
C-150
非常に柔らかく、ケバ立ちや引っ掛か
りが少ない繊維を厳選。従来品に比
べ摩擦抵抗が少なく、風合いのある
ふわっとした仕上がり。ミクロの繊維
をねじり合わせた後、先端部分のみ
をほどいた特殊技術を採用していま
す。適度なコシと高い集塵性を両立
し、ホコリや黄砂をしっかりキャッチし
ます。

（税抜）

（2,839円）

参考価格（税込）

3,123円

柔軟な天然ゴム採用でコーティング
施工車にもおすすめ！車のサイドから
の作業で広い面積をしっかり水切り！
ボディフォルムにピタッとフィット。水
滴をしっかりカット。グリップ部全体を
ＥＶＡ樹脂でカバー。ボディへのダ
メージレスとやわらかいグリップ感を
両立。女性にもおすすめ、約２６０ｇの
軽量ボディ。

マックスウォッシュ 
ロング水切りワイパー
04910

メーカー ： ソフト99コーポレーション
サイズ ： 全長680（mm）

品番 追工コード

ミニバン・軽ハイトワゴンもラクラク水切り！

49757 59049 10 3827
（税抜）

（1,680円）

参考価格（税込）

1,848円
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ミニバン、軽ハイトワゴンの高いルー
フも遠くまで届いてラク！大きいフロ
ントガラスもスピーディ。上部、セン
ターも広範囲をしっかり洗浄！スポン
ジ先端を斜めカット。フロントグリル
やバイザー下が洗いやすい。下回り
もしゃがまず洗浄。ソフトグリップで
手に優しく、滑りにくい。新形状サス
ペンションホールを採用！

マックスウォッシュ 
ロングスポンジ
04911

メーカー ： ソフト99コーポレーション
サイズ ： 全長730(mm)

品番 追工コード

全長約73センチ　手の届きにくいルーフも一気洗い！

49757 59049 11 3826
（税抜）

（1,880円）

参考価格（税込）

2,068円

リッチ&ソフトグリップ
C-147

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
サイズ ： H90×W140×D360（mm）

品番

絶妙なクッション！コーティング被膜に優しい専用設計

こだわりの専用設計でキメが細かく、
やわらかい、汚れを落とすプロファイ
ル加工。カーシャンプーの泡立ちが
クリーミーです。従来のウレタンスポ
ンジよりも保水力も高く、ソフトにボ
ディを優しく洗浄します。手を汚した
り、濡らしたりすることなく、ラクに洗
車できます。手が届きにくいルーフ
部分の汚れも逃がしません。

49757 59041 71
追工コード

3100
（税抜）

（934円）

参考価格（税込）

1,027円

ウォッシングスポンジ
S-70

メーカー ： シュアラスター
サイズ ： H180×W130×D65（mm）

品番

二面構造で、 ボディにやさしく汚れをしっかり落とす

二面構造でやさしさと洗浄性を追求。
くびれのある持ちやすい形状を採用。
ワックス/コーティング施工車の洗車
に最適。

49752 03100 70
追工コード

3197
（税抜）

（475円）

参考価格（税込）

523円

リムーバースポンジ
04027

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
サイズ ： H188×W88×D48（mm）

品番

洗浄剤を使わず虫汚れ・水アカ等の頑固な汚れを除去

ハイテク素材で洗浄剤を使わずに虫
汚れ・水アカ等のガンコな汚れを落と
す！虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水ア
カ、ピッチ・タール等のガンコな汚れ
までスッキリ落とします。

49757 59040 27
追工コード

3247
（税抜）

（380円）

参考価格（税込）

418円

洗車スポンジ リッチ＆ソフト
C-142

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
サイズ ： H180×W100×D45（mm）

品番

こだわりの専用設計でクリーミーで豊かな泡立ち

コーティング施工車用。絶妙なクッ
ションでコーティング被膜にやさしい
専用設計。従来品よりも保水力が高
く、キメ細かいやわらか仕様です。適
度なコシもあり、高い洗浄性能を発
揮します。カーシャンプーの泡立ちを
豊かにし、ボディとの摩擦を軽減しま
す。プロファイル（波目）加工が汚れ
を逃がさず、しっかり洗浄します。

49757 59041 55
追工コード

3130
（税抜）

（379円）

参考価格（税込）

417円

ムートンマスター
04177

メーカー ： ソフト99コーポレーション
サイズ ： H185×W286×D30(mm)

品番

天然羊毛の洗車用ミット

選び抜かれた羊毛の適度な弾力性と
密度によって、きめ細かく上質な泡を
作り出し、ボディを優しく洗い上げる
ことができます。先割れタイプのグ
ローブ状で、細かい部分や隅々まで
洗いやすい。

49757 59041 77
追工コード

3481
（税抜）

（2,267円）

参考価格（税込）

2,494円

プラスセーヌuniQウニキュー
スキマ吸水スポンジ
920-ST

メーカー ： オー・ジー
サイズ ： H185×W286×D30(mm)

品番

拭き残した水滴を吸い取る！

ウニのようなブラシ状スポンジがク
ロスではふき取りにくい隙間に入り
込み、水滴をサッと吸い取ります。

45401 04092 09
（税抜）

（980円）

参考価格（税込）

1,078円
3172
3148

追工コード
Lサイズ
Rサイズ

サイズ

アイオン プラスセーヌ
L３０１B/R３０２Ｂ

メーカー ： オー・ジー
サイズ ： L301B H690×W430×D5（mm）
サイズ ： R302B H430×W325×D5（mm）

PVA樹脂の微細な連続気孔構造で吸水力抜群。

人工合成セーム革の代名詞「プラス
セーヌ」。優れた吸水性、拭き取り性を
有し、吸水時には極めてソフトな風合い
を持ち、洗車用拭き取り材として、50年
以上の間多くのユーザーにご愛顧頂い
ております。ボンネットなどの広い面積
の水滴を一気に拭き上げることができ
ます。

品番
49054 89930 12
49054 89930 22

（税抜）

（1,600円）

参考価格（税込）

1,760円

（743円）817円
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コーティング施工車用
プレミアムセーム
911-Y

メーカー ： オー・ジー
サイズ ： H295×W200×D25（mm）

品番

コーティング施工車用の超吸水セーム

拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーテ
ィング被膜にやさしい、コーティング
施工車用の超吸水セーム。

45401 04091 13
（税抜）

（1,370円）

参考価格（税込）

1,507円

マイクロセーマ
04079

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
サイズ ： H440×W320（mm）

品番

洗車後の吸水専用　卓越した吸水性能

０.５μ（ミクロン）の超極細繊維使用。
起毛仕上げと特殊ウレタン加工が抜
群の吸水性を発揮し、洗車後に残っ
た水滴をスパッと拭き上げます。従来
の合成セームにありがちなボディへ
の張りつきがありません。ストレスな
く拭き上げれます。乾燥しても固くな
らない。本革セームのような吸水性、
手触り、使用感。

49757 59040 79
追工コード

3104
（税抜）

（680円）

参考価格（税込）

748円

マイクロファイバークロス
S-132

メーカー ： シュアラスター
サイズ ： H400×W400（mm）

品番

どこでも使える万能クロス

超極細繊維でボディにやさしい。
使う場所や用途を選ばない万能クロ
ス。
ボディ・ガラス・内装まで細かな所も
しっかり拭ける。

49752 03103 32
（税抜）

（500円）

参考価格（税込）

550円

激吸水 レギュラーサイズ
04207

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
サイズ ： H500×W300（mm）

品番

汚れも落とす超極細繊維　超吸水性マイクロファイバー

バツグンの吸水力で拭きスジを残さ
ずスイスイ拭き取り完了！綿タオルを
はるかに上回る激吸水パワー、毛髪
の約１００分の１の超極細繊維の立体
構造で大量の水分を保持します。水
分の拭き取りと同時に超極細繊維の
汚れもかき取る効果により、軽い水ア
カ汚れも落とせます。羽毛落ちや糸
くずが発生しにくい。

49757 59042 07
追工コード

3146
（税抜）

（362円）

参考価格（税込）

398円

ポロ－ヌＢＯＸ １４ℓ
ＴＢ２４８

メーカー ： 小原産業
サイズ ： H268×W284×D284（mm）

品番

使い方いろいろ。バケツ・収納ＢＯＸ・踏み台

バケツとして。収納ボックスとして。
ルーフ洗車の踏み台として。多用途
に使えるＢＯＸです。踏み台使用時耐
荷重：１００ｋｇ。日本製。

49522 15016 26
追工コード

3155
（税抜）

（1,410円）

参考価格（税込）

1,551円

メーカー ： プロスタッフ
サイズ ： 280×285×203（mm）

品番 追工コード

シンプルな洗車バケツ

49751 63891 57 3830

カラフルで可愛い、洗車に最適な7L
タイプのバケツです。
水を捨てる時に便利な流し口やホー
スを固定するリング付きで、とっても
使いやすい！

カラフルバケツ7L ブルー
P134

（税抜）

（380円）

参考価格（税込）

418円

フクピカGen5 24枚
00462

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
サイズ ： H260×W170×D35（mm）

品番

拭くだけで汚れ落としと同時に撥水効果を発揮

ボディとガラスの両方に使用でき、拭
くだけで汚れ落としと同時に撥水効
果を発揮する不織布。

49757 59004 62
（税抜）

（800円）

参考価格（税込）

880円

水滴拭き取りクロス
Ｓ４２

メーカー ： シュアラスター
サイズ ： H300×W400（mm）

品番

PVAS素材で抜群の吸水性！

高い吸水性のPVAS素材を採用。連
続気泡で水が浸透しやすい。水を素
早く吸水するので、ボディに水滴が残
りません。

49752 03100 42
追工コード

3195
（税抜）

（934円）

参考価格（税込）

1,027円
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液晶パネル用
ハイテクミトンクロス
918-B

メーカー ： オー・ジー
サイズ ： H270×W135×D5（mm）

品番

液晶パネルの手あかなどふき取るだけで汚れを簡単に落とす

液晶パネルの手あか、ほこり、ダッシ
ュボード、ミラーなどふき取るだけで
汚れを簡単に落とす。

45401 04091 82
（税抜）

（720円）

参考価格（税込）

792円

SwiftAndTidyシート 10枚
20982

メーカー ： イチネンケミカルズ
サイズ ： H230×W140×D22（mm）

品番

拭くだけで内窓の油膜を除去し、くもり止め効果を発揮

内窓のギラギラ油膜を除去し、同時
にくもり止め効果を発揮する不織布。
ガラス系のドアミラーにも使える。

49746 72209 82
（税抜）

（400円）

参考価格（税込）

440円

汎用用品

ガラスお手入れ

ガラコＱ
G61

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容量 ： 70㎖

品番

油膜落とし＋コーティングが同時にでき雨はじく！

約４５～６０ｋｍ/ｈでノー・ワイパー走
行でよく見える。雪・霜が凍りつきに
くい。クリーナーinで簡単仕上げ！マ
イクロクリーナーが汚れ、油膜を落と
し、ムラのない平滑なコーティング膜
を形成！ギラギラ油膜も防ぐ！塗り跡
が白くなるので拭き残しナシ！にぎり
やすいマウス型、ガラス面の角もキッ
チリ！

49757 59041 68
追工コード

3006
（税抜）

（934円）

参考価格（税込）

1,027円

ダブルジェット ガラコ耐久強化
G64

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容量 ： 180㎖

品番

よく飛ぶ超飛距離噴射　雨の日３秒コーティング

カンタン作業、スプレーするだけで雨
をはじく！よく見える。ダブルジェット
ガラコ耐久強化。耐久力５０％ＵＰ＆超
飛距離噴射。バワフルな噴射力で風
の影響も受けにくく、大きなフロント
ガラスもワイパーを動かしながら約３
秒でコーティングできます。ミニバ
ン・大型車にもラクラク噴射。強い雨
でも安定した作業性。

49757 59041 69
追工コード

3005
（税抜）

（839円）

参考価格（税込）

923円

ガラコ ミラーコート ＺＥＲＯ
G65

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容量 ： 40㎖

品番

水滴がミラーにつかない超撥水性能を実現！

雨をよせつけない！驚異のナノテクノ
ロジー！サイドミラー・バックカメラ用
コーティング剤。驚きの“雨がつかな
い”超　超撥水技術！停車中も雨は転
がり落ちる！目に見えない超微細な突
起を連続に形成することにより雨粒
は留まることができず跳ねるように
落下します。ムラのない均一被膜が
短時間で簡単！

49757 59041 72
追工コード

3036
（税抜）

（743円）

参考価格（税込）

817円

ガラスのくもり止め
05060

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容量 ： 180㎖

品番

ガラスくもりのイライラなくします！スッキリ視界！

ガラスのくもり止め、ふきつけてサッ
とふきとるだけ！効果ロングキープ・
ギラつきナシ。車内用。スキッとした
視界を確保します。視界をさえぎり、
危険でわずらわしいくもりを手軽に
解消できます。予めガラスに塗布して
おくと、寒い朝や雨の日もくもらずに
すぐにスタートでき、エアコンを使う
必要がないので経済的です。

49757 59050 60
追工コード

3741
（税抜）

（480円）

参考価格（税込）

528円

ガラスクリーナースーパー
Ａ-４４

メーカー ： プロスタッフ
内容量 ： 400㎖

品番

クリアな仕上がりで視界爽快!!

ガラスのヤニ・手アカ等の汚れを素
早く落とす、トリガータイプのガラス
クリーナーです。
強力な洗浄力でガラスの油膜も除去
でき、しかもノーシリコンタイプだか
ら、ギラつかず拭きムラのない透明
な仕上がりです。

49751 63111 21
追工コード

3048
（税抜）

（458円）

参考価格（税込）

504円
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ガラスコート
撥水ウォッシャー２５００
C-68

メーカー ： イチネンケミカルズ
内容量 ： 2500㎖

品番

ウォッシャーするだけで撥水コーティング！

マイナス３０℃まで凍結せず、雪、霜が
取りやすくなります。水で３倍程度に
薄めても雨はじき効果は変わりませ
ん。

49746 72208 92
追工コード

3266
（税抜）

（665円）

参考価格（税込）

732円

ウインドウォッシャー液
スーパー ２ℓ
A-41

メーカー ： プロスタッフ
内容量 ： 2000㎖

品番

2ℓ大容量で視界スッキリ!!

ウィンドウのチリ・ホコリ・汚れを強力
洗浄、クリアな視界を保つ大容量
ウォッシャー液です。ゴム部品や金属
パーツを傷めないので、安心してお
使いいただけます。
ストレートタイプ

49751 63111 18
追工コード

3020
（税抜）

（284円）

参考価格（税込）

312円

エクスクリア 360ワイパー
C100

メーカー ： カーメイト
サイズ ： H380×W150×D100(mm)

品番

ラクな姿勢でどんどん拭ける。内窓専用ワイパー

拭き残しゼロの透明感。近くも遠くも
コレ1本！上下左右に動いてガラス面
にしっかりフィットする内窓専用ワイ
パー。マイクロファイバークロス付き。

49730 07253 59
（税抜）

（1,850円）

参考価格（税込）

2,035円

窓フクピカ
G30

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容 ： 10枚入

品番

いつでも拭くだけ！ガラスの汚れ・油膜落とし

拭きスジ・ムラが残らないセミウエッ
トタイプ。特殊３層構造のガラスク
リーニングシート。液が飛び散らず、
使いやすい。ベトつかずサラサラ、無
香料。水拭きやタオルで取れない汚
れもスッキリ落とせる。窓外側、窓内
側の汚れ、車内のホコリや手アカ汚
れもしっかりキャッチ。薄くても、破れ
にくい丈夫なシート。

49757 59040 71
追工コード

3004
（税抜）

（380円）

参考価格（税込）

418円

汎用用品

ホイール・タイヤ

フクピカ ホイール専用
拭くだけシート
W-135

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容 ： 10枚入

品番

水なし拭くだけホイール専用　洗浄＋撥水＋防汚コート

拭くだけで汚れを除去し撥水・防汚被
膜でホイールをしっかり保護。ホイー
ル特有の汚れ、ブレーキダスト、泥汚
れ、砂ボコリ、油汚れをスッキリ。メッ
キ、ブラック、ブロンズなどカラーを
選ばず使えるノーコンパウンドタイ
プ。シートタイプだから、スポークの
隙間や細部の凹凸も拭きやすく、素
早くピッカピカな仕上がり。

49757 59004 93
追工コード

3012
（税抜）

（380円）

参考価格（税込）

418円

ディグロス
ホイールトニック5.0
02095
　

メーカー ： ソフト９９コーポレーション
内容量 ： 400㎖

品番

洗浄＆コートでホイール光沢・撥水維持

優れた洗浄成分で、汚れをしっかり洗浄。
洗浄＆コーティングで光沢維持！強力被
膜形成（光沢コーティング）が水アカ防止
効果、汚れ防止効果、光沢維持をキープ。
キズをつけにくいノーコンパウンド仕様。
メッキ、アルミ、ホイールキャップにも安
心。泡スプレーで余計な箇所に飛び散ら
ない！しつこい汚れをしっかり吸着！

49757 59020 95
（税抜）

（1,280円）

参考価格（税込）

1,408円

タイヤのつや出しワックス
２０６６

メーカー ： 晴香堂
内容量 ： 500㎖

品番

スプレーするだけ！液ダレが少なくキレイに仕上がります

液ダレしにくい為、吹き付けるだけで
キレイに仕上がります。タイヤはもち
ろん白化した未塗装バンパーなどの
ツヤ出しにも使えます。石油系溶剤
不使用の水性タイプなので素材を傷
めません。大容量５００ｍｌ入り！スプ
レー缶タイプなら３本分使えてお得
です。スプレータイプ。液性：中性。

49763 63115 29
追工コード

3173
（税抜）

（665円）

参考価格（税込）

732円
113


